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' はじめに
( 様々な例
) 動詞を含む要素の並列について
* 単独では使われない形態素を含む対句表現
+ 対応する二音節語との関係について
, 対句表現の拡張
- ポー・カレン語の類型的特徴と対句法 .結びにかえて.

� はじめに

ポー・カレン語� には、類似する二つの要素を、要素間の関係を表す標識を用いずに並列
するという現象が見られる。これを本稿では対句法 /��	��������0 � と呼び、対句法によって

�本稿は東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の共同研究会「文法記述の方法の研究」において
����年 �月 �日および ��月 ��日に発表した内容に基づいている。貴重なコメントをいただいた中山俊秀、
塩原朝子、阿部優子、江畑冬生、蝦名大助、笹原健、笹間史子、月田尚美の各氏に感謝の意を表したい。

�ポー・カレン語 ���� 	
��� はビルマ �ミャンマー� およびタイで話されるシナ・チベット語族チベッ
ト・ビルマ語派カレン語群 �	
����� の一言語である。���型の言語が大部分を占めるチベット・ビルマ諸
語にあって、カレン語群は ���型の語順を持つという点で特異である。ポー・カレン語は同じくビルマやタ
イで話されるスゴー・カレン語 ���
� 	
���に系統的に近く、ビルマ語で ��
���� ��
����カレン語�と言うと
この二つの言語を指すことが多い。本稿で論じるポー・カレン語は、カレン州 �	
�� ��
��� の州都パアン
���
�
�を中心とする地域で話される方言である。なお、各例文の日本語訳の後に付した番号は筆者の資料
の整理番号である。資料のリストは加藤 �未公刊�に掲載してある。

�加藤 �未公刊�ではこの現象を「類似要素反復」と呼んでいる。なお本稿は加藤 �未公刊�の第 ��章を書
き改めたものである。
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作られた個々の表現を対句表現 /��	����� �$�	������0と呼ぶ。同様の現象は1�
���2 /'3-)4

5'0が言うように東南アジア諸言語に広く観察される。例えば、6��� /'3,*4 $���7$����0が
タイ語について ���!�	�
� �$�	������ という用語で、8�����79���76�� /'3,+0がベトナ
ム語について ��	�����  ���
	� 
��� という用語で、1�
���2 /'3-)4 特に 5'75,: (3-7);'0

がラフ語 /<���0について ���!�	�
� �$�	������ という用語で、それぞれ言及しているのは
ポー・カレン語の対句法と同様の現象である。また坂本恭章 /'3554 '*530が「随伴語」と
呼んでいる単語群も、クメール語の同様の表現の中に現れる形式であると考えてよい。他
のカレン系言語を見てみると、6����	��� /'33- ����""4 $��7$�0がボエー・カレン語 /=��

��	��0について ���!�	�
� �$�	������ という用語で、および、�����
 /'33-4 (-'7(5-0が
カヤー語 /�����0について ���!�	�
� �$�	������ および ��	��������という用語を用いて、
それぞれ言及している。
ポー・カレン語の対句表現の例を挙げよう。

/'0 ��� ���� ��� ��	

得る 子 得る 妻
「妻子を持つ」/;;'�(,-'0

この例では二つの要素 ��� ���� と ��� ��	 が並べられている。どちらも「動詞>目的語」で
あるという点で同一の統語的特徴を持つ。全体の意味は各要素の意味を足し合わせた意味
になる。
以下にポー・カレン語の対句法の一般的な特徴を列挙する。

� 二つの要素の統語的性質は一致しており、全体としての統語的性質も各要素の統語
的性質を引き継ぐ。

� 二つの要素は意味的に何らかの共通性を有している。

� 二つの要素の順番は、基本的には自由である。

� 二つの要素は、どちらも (音節以上を含み、かつ、同じ音節数から成る。ただし、そ
れぞれの要素が非常に長い場合に限り、音節数が多少異なることもある。

� 二つの要素にはしばしば同一の形態素が含まれる。

� 対句法はしばしば表現の文体的価値を高める働きをする。したがって、くだけた会
話で対句法が使われることは相対的に少なく、逆に、かしこまった場面における発
話ではより頻繁に使われる。

� 様々な例

以下に対句法が用いられた例を、並べられた要素の種類別に挙げる。各要素を � � で
囲んで示す。なお、並べられる要素の種類はこれ以外にも存在する可能性が十分にある。
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��� 名詞句の並列

	
�
� 単独の名詞から成る名詞句

/(0 � 
�������� � ��������

小鳥 リス
「小鳥とリス」/""7''�')0

/)0 � ������� � ����������

暑さ 寒さ
「暑さと寒さ」/;;'�*3,0

通常、名詞を列挙する場合には名詞修飾助詞の ��� などを用いる。

/*0 
������� ��� �������

小鳥 と リス

「小鳥とリス」

しかし次のように時として助詞を介在させない列挙も使われることがあり、このような例
と対句表現の区別は難しい。

/+0 
�������: �������

小鳥 リス
「小鳥とリス」

	
�
	 「代名詞>名詞」から成る名詞句

/,0 � ��7  ��� � ��7 ���	��

)�� 手 )�� 足
「彼の手と足」/""7''�,0

/-0 � ��7 ��� � ��7 
�����

)�� 銀 )�� 金
「彼の金と銀」/""7'*�50

/50 � ��7 ���� � ��7 ���	�

)�� 母 )�� 父
「彼の母と父」/"?7;'�''0

/30 � ��7 ����� � ��7 ����

'�� 子 '�� 孫
「私の子と孫」/;'+�(,0
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��� 動詞句の並列

	
	
� 単独の動詞から成る動詞句

/';0 � ��	���� � ��	���	��

尊敬する 尊敬する
「尊敬している」/;'-�''0

/''0 � �������� � ��������

愛する 愛する
「愛する」/;'-�'30

/'(0 � ��������� � �����	�

香る 香る
「香る」/"7;(�-0

/')0 � ���
��	��� � ��	���	�

喋る 噂する
「お喋りする」/""7;(�'*0

/'*0 � ��	��	� � ��	����

気にとめる 恐れる
「気にする」/"""7;)�';0

/'+0 � ��	���� � ��	��	�

くしゃみする 鼻がつまる
「くしゃみしたり鼻がつまったりする /@風邪をひく0」/;;'�,*(0

/',0 � �����	� � 
��	�
����

豊かな 向上した
「発展している0」/;;'�'(''0

	
	
	 「動詞>目的語」からなる動詞句

/'-0 � ��	 ��	�� � ��	 �����

作る 田 作る 沖積地の農地
「稲作を営む」/"7';�'30

/'50 � ��	� ���� � ��	� ��	�

動かす 日 動かす 夜
「延期する」/;;'�*5*0
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� 「動詞>斜格補語」から成る動詞句

/'30 � ���
��	� � �� ���� � ���
��	� ��� ����

止まる �場� あそこ 止まる �場� ここ
「/バスが0あちらこちらに止まる」/;;'�(*,0

	
	
 「動詞助詞 �前置されるもの�>動詞」から成る動詞句

/(;0 � ��	 ��ABAB� � ��	 ��	�� ���

�当為� 努力する �当為� 探す
「努力したり /知識を0探求したりしなければならない」/"7;+�('0

/('0 � ��	� ��	�� � ��	� ����

�使役� 食べる �使役� 飲む
「ご馳走する」/;;'�'(*,0

	
	
� 「動詞>動詞助詞 �後置されるもの�」から成る動詞句

/((0 � ��	 
��	�� � ��	 ��	��

呼吸する �上方� 呼吸する �下方�

「息を吸ったり吐いたりする」/""7;3�-0

/()0 � �� �� 
��	�� � ���� ��	��

跳ぶ �上方� 跳ぶ �下方�

「跳んだり跳ねたりする」/;;'�,))0

��� 「主語�動詞」の並列

/(*0 � ���	� ��	��� � ��	 ��	���

皮 乾く 肌 乾く
「皮膚が乾燥する」/;;'�)+)+0

/(+0 � ����� ������ � ��	 ������

木 破裂する 竹 破裂する
「/山火事で0木や竹が割れる」/""7''�')0

��� 分離型動詞連続の並列

/(,0 � ���  ��� � ����	�� ��	�

語る 良い 話す 正しい
「話し方が上手だ」/;',�(;0
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/(-0 � ��	� ����� � ��� �����

食べる 十分な 飲む 満ちた
「食生活が満ち足りている」/"7';�'30

/(50 � ��� � ��� � ��� ��	��

いる 団結した いる 平らな
「一致団結する」/;;'�((+0

��� 「主語�分離型動詞連続」の並列

/(30 � ��7 ��	 
��� ���� � ��7 
��	� ��������� ���� ��	�

'�� 泳ぐ 水 できる '�� 上る 木のてっぺん できる �完�

「私はすでに泳ぎもできるし、木のてっぺんに登ることもできる」/;;'�'55;0

この例では、
��� の部分と ��������� の部分の音節数が異なっている。このように、各要素
が長い場合、それぞれの音節数が異なることもある。

��� 副詞の並列

/);0 � ����������	�� � ���������!�	��

清潔に 清潔に
「清潔に」/"7;-�)0

/)'0 � ���
���� � ������	�

正確に 明確に
「正確かつ明確に」/"7����-;0

��� 従属節の並列

/)(0 ����� �AB���� ��7 ����� ���

人間 民族 一 �種類 �題�

� ��� ��7 ��� ��	���!����

�条件� �否� 読む 新聞

� ��� ��7 ��� ��	���!���� ��	 ��� ���

�条件� �否� 見る 新聞 �否�� �題�

「ある民族が、新聞を読まないということであれば、/その民族は発展しているとは
言えない0」/"""7;-�50

� 動詞を含む要素の並列について

上の (�(、(�)、(�*、(�+ に挙げたものは、いずれも動詞を含む要素の並列である。これ
らを従属節において否定する場合、次のように全体の前に一つだけ ��7 を置くこともでき
るし、

'+;



/))0 ��7 � ��	��	� � ��	���� ��� ��	 ��������� ���

�否� 気にとめる 恐れる �強意� �否�� �なので
「虎が蛙を気にも留めなかったので���」/"""7;)�';0

次のように各要素の前に一つずつ ��7 を置くこともできる。

/)*0 ��7 � ��	��	� ��7 � ��	���� ��� ��	 ��������� ���

�否� 気にとめる �否� 恐れる �強意� �否�� �なので
「虎が蛙を気にも留めなかったので���」

加藤 /'3350はこれらを動詞連続の一種と見なした。そして、��7 を各要素の前に置くこと
が可能ということを基準に「並列型」の動詞連続という範疇を設定した。しかし、これら
が一定の文体的意味合いを帯びている /すなわち洗練された表現である0ことを考えると、
これらを動詞連続という現象の中で取り扱うべきではなく、対句表現であると考えるほう
が適切である。

� 単独では使われない形態素を含む対句表現

対句法によって並列される要素の中には単独では使われない形態素を含むものがある。
例えば次の例で、後部要素に現れた ���	�「国」は単独で発話を構成することができるが、
前部要素に現れた 
��� はこれ単独では用いることができない。

/)+0 � ��7 
���� � ��7 ���	�� /代名詞>名詞句0

'�� C '�� 国
「私達の国」/"?7;-�'30


��� は「水」という意味では使われるけれども、単独で「国」に似た概念を表すことはな
い。おそらく、過去のある時点で 
��� は「国」に似た概念を表し、かつ単独で使うことの
できる名詞だったのではないか。そのような名詞が何らかの理由で元の意味を失ったもの
の、対句表現の中でのみ残ったのではないだろうか。このような対句表現は多かれ少なか
れイディオム化していると考えられる。なぜなら、前部要素と後部要素を交換することが
できないからである。�

/),0 D� ��7 ���	�� � ��7 
����

'�� 国 '�� C

以下に、単独では使われない形態素を含む対句表現の例を挙げる。逐語訳に「C」を付
したのが単独では使われない形態素である。このような形態素を文法の中でどのように扱
うべきかについては後で論じる。

/)-0 �  �	 ���� �  �	�	� /動詞の並列0

壊れる C

「壊れる」/;;'�')5)0
�	
�� と �
��� を用いたこの対句表現に対応する表現は他のカレン系言語にもしばしば観察される。例えば

��
� 	
�� の �� 	
�� �� ���「私達の国」や 	
�
� �� の � 	
�� � ���「私達の国」������ ���� �!��
など。したがって、一部の対句表現はカレン祖語までさかのぼれる可能性がある。

'+'



/)50 � ��7 ��	�� � ��7 ����� /「代名詞>名詞」の並列0

'�� 場所 '�� C

「私達の場所 /故郷0」/"?7;-�'30

/)30 � ��7 ���� � ��7 ���	� /「代名詞>名詞」の並列0

'�� 歯 '�� C

「私達の歯」/;;'�(;;,0

� ���� はビルマ語 ���� の借用語の可能性がある。

/*;0 � ��7 
���� � ��7 ���� /「代名詞>名詞」の並列0

)�� C )�� 友人
「彼の友人」/""7';�+0

/*'0 � 
���  �	��� � ���	�  �	��� /「名詞>名詞」の並列0

C 事柄 国 事柄
「国情」/?7;)�+-0

/*(0 � ��� 
���� � ��� ���� /「側置助詞>名詞」の並列0

�共� C �共� 友
「友人と」/"7����('0

/*)0 � ��� ����� � 
��	�� ����� /「動詞>動詞助詞」の並列0

語る �裨益� C �裨益�

「話してやる」/;'-�(*0

/**0 � ���  �	��� � ��� ���	� /「動詞>目的語」の並列0

得る 力 得る C

「元気が出る」/;;'�')530

/*+0 � ��	 ��	�� � ��	 ��	� /「動詞>目的語」の並列0

作る 田 作る C

「稲作を行う」/;;'�(*3+0

� ��� はシャン語などのタイ系言語からの借用である可能性がある。

/*,0 � ��� 
���� � ��� ��	� /連結型動詞連続の並列0

見る 確かな 見る C

「確かめる」/;;'�'*,,0

/*-0 � ��� � ��� � ��� ��	� /分離型動詞連続の並列0

いる 平和な いる C

「平和な」/;;'�((+0

'+(



/*50 � ��	 ������ � ��	 ����� /助数名詞句の並列0

多い �種類 多い C

「多くの種類」/"""7;-�'(0

以下の例における ����� は「肝臓」という意味である。これらの例においてこの語は
「心」という意味で使われている可能性がある。しかし、対になって使われている ��	「心
臓」が単独でも「心」という意味で用いられるのに対して、����� は単独では「心」とい
う意味では用いられない。このようなものも広い意味での「単独では使われない形態素」
と考えることができる。

/*30 � ��7 ������ � ��7 ��	� /「代名詞>名詞」の並列0

)�� 肝臓C )�� 心
「彼の心」/"7;*�';0

/+;0 � ����� ��	�� � ��	 �����

肝臓C 快適な 心 暖かい /「主語>動詞」の並列0

「嬉しい」/;',�-0

� 全体として「嬉しい」ことを表すイディオム。

/+'0 � ���� ������ � ���� ��	� /「動詞>目的語」の並列0

真似る 肝臓C 真似る 心
「同情する」/;'-�',0

� 全体として「同情する」ことを表すイディオム。

下の例では、前部要素が ����� を含み、後部要素も単独で用いられることのない形態素

��� を含んでいる。

/+(0 � ����� ����� � ��	 
����

肝臓C 楽しい 心 C /「主語>動詞」の並列0

「嬉しい」/;'-�30

� 全体として「嬉しい」ことを表すイディオム。

� 対応する二音節語との関係について

対句表現には、対応する二音節語が見出されることがある。すなわち、対句表現を �

�� �� ��� �� � � =� =� ��� =� � /�� と =�はそれぞれ前部要素と後部要素に含まれる
任意の音節。数字は最初の音節から数えた順番0と表すと、別個に ���� /つまり二つの音
節�� と ��は対句表現の各要素における順番が同じである0という構成を持つ二音節語が
存在する場合がある。
対応する二音節語を持つ対句表現の例を下に挙げる。対応する二音節語を「���」の後に

示す。
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/+)0 � ��7 ����� � ��7 ���� /@30 ��� �������「子と孫E子孫」
'�� 子 '�� 孫

「私の子と孫」/;'+�(,0

/+*0 � ��	 ��	�� � ��	 ����� /@'-0 ��� ��	�����「水田」
作る 田 作る 沖積地の農地

「稲作を営んでいる」/"7';�'30

/++0 � ����� ������ � ��	 ������ /@(+0 ��� �������	「木と竹」
木 破裂する 竹 破裂する

「/山火事で0木や竹が割れる」/""7''�')0

/+,0 � ��	� ����� � ��� ����� /@(-0 ��� ��������「満ち足りた」
食べる 十分な 飲む 満ちた

「食生活が満ち足りている」/"7';�'30

/+-0 � ��� � ��� � ��� ��	�� /@(50 ��� � ����	�「団結したE平らな」
いる 団結した いる 平らな

「一致団結する」/;;'�((+0

/+50 � ���
���� � ������	� /@)'0 ��� 
������	「明確な」
正確に 明確に

「きちんと」/"7����-;0

以下の諸例は、一方の要素に単独では用いられない形態素を含む。

/+30 � ��7 ��	�� � ��7 ����� /@)50 ��� ��	�����「場所」
'�� 場所 '�� C

「私達の場所 /故郷0」/"?7;-�'30

/,;0 � ��7 
���� � ��7 ���� /@*;0 ��� 
������「友人」
)�� C )�� 友人

「彼の友人」/""7';�+0

/,'0 � 
���  �	��� � ���	�  �	��� /@*'0 ��� 
������	�「国」
C 事柄 国 事柄

「国情」/?7;)�+-0

/,(0 � ��� ����� � 
��	�� ����� /@*)0 ��� ���
��	��「話す」
語る �裨益� C �裨益�

「話してやる」/;'-�(*0

/,)0 � ���  �	��� � ��� ���	� /@**0 ���  �	�����	「力」
得る 力 得る C

「元気が出る」/;;'�')530
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/,*0 � ��� 
���� � ��� ��	� /@*,0 ��� 
�����	「確実な」
見る 確かな 見る C

「確かめる」/;;'�'*,,0

/,+0 � ��7 ������ � ��7 ��	� /@*30 ��� �������	「心」
)�� 肝臓C )�� 心

「彼の心」/"7;*�';0

/,,0 � �����  ��� � ��	 ���	� ��� �������	「心」E  �����	「清らかな」
肝臓C 良い 心 白い

「心が清らかな」/"7;*�';0

このような対句表現は、対応する二音節語を分解することによって作られると考えるこ
とはできるだろうか� 。このように考えることには以下に示す二つの利点があるように見
える。
第一は配列順序の問題である。対句法における配列順序は、最初に述べたとおり、基本

的には自由である。例えば、

/,-0 � ���
��	��� � ��	���	�

話す 噂する
「お喋りする」/""7;(�'*0

は、順序を逆にして次のようにしてもよい。

/,50 � ��	���	� � ���
��	���

噂する 話す
「お喋りする」/;;'�'-;50

ところが、順序が自由ではない場合がある。例えば次の例は前部要素と後部要素を逆にす
ることができない。

/,30 � ��7 ���� � ��7 ���	�

)�� 母 )�� 父
「彼の母と父」/"?7;'�''0

/-;0 D � ��7 ���	� � ��7 ����

)�� 父 )�� 母

この原因の一つとして考えられるのは、������	「両親」という二音節語の存在である。筆
者が知り得る限りでは、対応する二音節語が存在する場合、その二音節語に対応する順序
で要素を並べなければならない。このことを説明するためには、二音節語を分解して対句
表現を作ったと考えると便利に見える。
第二は、単独では使われない形態素を含む対句表現の問題である。
�"
��#�$ はラフ語 ��
�%�の複合語の「分解」の記述に際して &��'��%( ���)
���* という言葉を用い

ている ����+ !��。&���)
���* �イオン化�というのは趙元任や李方桂が用い始めた中国語学の用語である。
複合語が分割されてそれぞれの形態素が別個の単語のように振る舞う現象を、化学のイオン化になぞらえて
こう呼んだという �,�
� ��-! �.���-� 参照�。
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/-'0 � ��7 
���� � ��7 ���	�� /@)+0

'�� C '�� 国
「私達の国」/"?7;-�'30

この対句表現には、対応する 
������	�「国」という二音節名詞がある。この二音節語を分
解して ��7 
��� ��7 ���	� という対句表現が作られたと考えれば、意味を持たない要素 
���

の由来が説明しやすくなるように見える。
二音節語を分解して対句表現を作るという操作を仮定することにはこのような利点があ

る。しかしこの考え方には無理がある。その理由は、単独では使われない形態素を含む対
句表現の中には、対応する二音節語を持たない場合があるということである。例えば次の
例を見ていただきたい。

/-(0 � ��� � �� � � ��� ��	 � /@*-0

いる 平和な いる C

「平和な」/;;'�((+0

/-)0 � ����� ���� � � ��	 
��� � /@+(0

肝臓C 楽しい 心 C

「嬉しい」/;'-�30

/-*0 � ��7 ��� � � ��7 ���	 � /@)30

'�� 歯 '�� C

「私達の歯」/;;'�(;;,0

/-+0 � ��	 ��	� � � ��	 ��	 � /@*+0

作る 田 作る C

「稲作を行う」/;;'�(*3+0

/-,0 � ��	 ����� � � ��	 ���� � /@*50

多い �種類 多い C

「多くの種類」/"""7;-�'(0

/-(0の下線部に対応する動詞 D� ����	、/-)0の下線部に対応する動詞 D����
���、/-*0の下
線部に対応する名詞 D������	、/-+0の下線部に対応する名詞 D��	���	、/-,0の下線部に対
応する助数名詞 D��������� は存在しない。したがって、二音節語の分解という操作を設定
したとしても、これらの対句表現に関しては、現実には存在しない二音節語の存在を仮定
しなければならなくなる。
したがって、本稿では、二音節語を分解して対句表現を作るという操作を認めない。そ

れでは上で見た二つの問題、すなわち、配列順序が替えられないという問題、および、単
独では使われない形態素の由来をどう説明するかという問題は、どのように解決したら良
いだろうか。
配列順序の問題については、対句表現を作るとき、もし対応する二音節語があるならば、

それを参照して配列順序が決定されるのだと考えれば良い。
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単独で使われない形態素を含む対句表現については次のように考える。/-'0の 
��� や
/-(0の ��	 のようなものは、統語レベルにおいて通常の名詞や動詞と同じように振る舞う
ので、語と見なさざるを得ないだろう。筆者はこれらを意味を持たない語であると考える。
これらは語彙目録に単独の項目として登録することにする。そしてこれらが成句的な対句
表現でのみ使われる語であるという記述を行っておき、ペアになる語を記載する。次は語
彙目録における記述の方法の一例である。

/--0 
��� 名詞。成句的な対句表現のみに使われる語。���	�「国」との組み合わせで、�
��� 
��� ��� � � ��� ���	� ��� � の順序で用いられる。

/-50 ��	 動詞。成句的な対句表現のみに使われる語。� ��「平和な」との組み合わせで、
� ��� � �� ��� � � ��� ��	 ��� � の順序で用いられる。

/-30 ��	 動詞。成句的な対句表現のみに使われる語。
���「確実な」との組み合わせで、
� ��� 
��� ��� � � ��� ��	 ��� � の順序で用いられる。

このようにすれば、D� ����	 のような実際には存在しない二音節語の存在を仮定する必要
がなくなる� 。

� 対句表現の拡張

基本的に対句法は二つの要素に関わる手続きである。しかし、対句法を繰り返すことに
よって、より大きな構造体を作ることができる。例えば下の例では、四つの要素が、対句
法を二回行うことによって配列されている。

/5;0 � � ����� ����� � ��	 ���� � � � ��	� ������ � ��	� ��	� �

C 軽い 心 易しい 快適な C 快適な 心

���  �	 ���  ��� ���

�毎� �人 �毎�� �継起�

「/祭りで0みな楽しんでから���」/"""7''�'30

� ポー・カレン語の類型的特徴と対句法 �結びにかえて�

ポー・カレン語はなぜ対句法を用いるのだろうか。考えられる一つの理由は、この言語が
他の東南アジア大陸部の多くの言語と同様に単音節言語であるということである。ポー・カ
レン語の一つ一つの単語は一音節から成っていることが多い。そのため、音声的な「補強」
のために対句法が使われるという可能性がある。しかし結論は簡単には出せない。F!�
�

/(;;)0によればチュルク系言語のサハ語 /�����0にも二つの単語を組み合わせて用いる表
現が豊富に存在する。サハ語は決して単音節言語とは呼べない言語である。したがって、

�上の � /// � �� /// � � /// ��� /// � からは、繰り返しを用いて、� ��� ��������「平和に」という 0011
型の副詞を作ることができる。2� ����� という形式がない以上、加藤 �未公刊�の第 �章で述べているように、
ポー・カレン語によく見られる 0011タイプの副詞 �他には 	
��	
���
���
��「確かに」3 � �������������「団結
して」など�は、01という動詞から作られると考えるよりも、0から作られた 00という副詞と、1から作
られた 11という副詞が複合したものだと考えるほうがよい。
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対句法が単音節性と関連のある現象であるのかどうかについては、様々なタイプの言語の
同様の現象を対照した上で慎重に議論する必要があるだろう� 。
ところで、対句表現には上で述べたように、単独で用いることのできない形態素を含む

ものがある。これらはおそらく元々は単独で現れることのできる単語だったのではないか
と考えられる� 。つまりこれらの単語は、宮岡 /(;;(0の言葉を借りれば、意味が「希薄化」
/����
���0したのである。宮岡は意味の希薄化に関連して、次のような興味深いスケール
を描いている。

�������
����� �統合度� �������� � ����
���

宮岡 /(;;(4 '*(0の図を簡略化

語の統合度の一方の極に、一語に多くの形態素を含む複統合性 /�������
�����0を置き、も
う一方の極に、一語に一つの形態素しか含まない分析性 /��������0を置くならば、希薄化
/����
���0は、分析性のさらに右に位置付けることができると宮岡は言う。複統合性は一
語の中に多くの情報を含み得る。これとは逆に、希薄化した語を含む表現は語数の多さに
比して情報の量が少ない。ポー・カレン語における希薄化した語を含む対句表現も、まさ
に宮岡の示したスケールの右端近くに置かれるべき特徴を示している。例えば ��7 
��� ��7

���	�「私達の国」は、��7 ���	� だけでも指示できる対象を、倍の数の音節を使って指示
している。
宮岡 /(;;(4 '),0は、希薄化に関して、中国語や英語のような「単音節的傾向がつよく

分析的で、語順が固定的になりやすい言語に多くみられる傾向なのかどうか、これは検討
に値する問題であろう」と述べている� 。希薄化の傾向を呈しやすいであろうと宮岡が推
測する言語タイプを、東南アジア大陸部諸言語の見地から検証すると、「単音節的傾向」と
いう指摘は当たっていると言える。しかし、語順が固定的になりやすい分析的言語すなわ
ち「孤立語的」という指摘は、必ずしも当てはまらない。なぜなら、ビルマ語やラフ語の
ような多分に膠着語的な特徴を持つ ��?型言語にも同様の希薄化が豊富に見られるから
である。ビルマ語の例を下に挙げておく。この例の 
"�	 は少なくとも現代語では「覚える」
という意味を表さない。

/5'0 ��	� 
	� 
"�	 �	� 
�� /=�	����0

覚える できる C できる ������

「覚えることができる」

いずれにせよ、対句法は言語の類型を考える上で興味深い現象の一つであると考えられ
る。まずは東南アジア大陸部諸言語の対句法の起源を探るため、この地域で話されている
様々な系統の言語の対句法を比較検討していく必要があるだろう。

�クメール語の随伴語についての議論の中で坂本 ���!! ��!��は、単音節性のみからは随伴語の起源を説
明できないということを示唆している。

�"
��#�$ ����+ !��もラフ語の ��
4��
�� �5���##�� における化石化した要素 �6�##������'��#� が元来
は &
���7� '�����'�* であっただろうと言っている。よって ��
4��
�� �5���##�� は「歴史言語学者にとっ
ての豊富な情報源」�
 ���� #�%��� �6 �6��'
��� 6�� ��� ��#�����
� ���%�#�� であると述べている。

�宮岡 ������は、8�*� ��� �� ��'� ��9�偉そうにするんじゃない�などにおける虚辞的な �� の頻繁な使用
や、�%� %� ���� や ��'� %�� などの「多語一語的」複合体とも言うべきイディオムの豊富さが、英語の希
薄化傾向の強さを示すとしている。
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略号一覧

'�� 一人称単数代名詞E '�� 一人称複数代名詞E (�� 二人称単数代名詞E (�� 二人称複数代名
詞E )�� 三人称単数代名詞E )�� 三人称複数代名詞E /下方0 下に向かう動作を表す ��	� に付
すE /完0 完了を表す助詞 ��	� に付すE /強意0 強意を表す助詞 ��� に付すE /共0 共同を表す
側置助詞 ��� に付すE /継起0 継起を表す従属節助詞  ��� に付すE /使役0 使役を表す動詞助
詞 ��	� に付すE /条件0 条件や仮定を表す節を作る助詞 ��� に付すE /上方0 上に向かう動作
を表す 
��	� に付すE /題0 主題を表す助詞 ��� などに付すE /当為0 当為を表す動詞助詞 ��	

に付すE /場0 場所を表す側置助詞 ��� などに付すE /否0 否定を表す助詞 ��7 あるいは ��� に
付すE /否�0 否定を表す助詞 ��7 と共に現れる助詞 ��	 に付すE /裨益0 裨益を表す動詞助詞
���� に付すE /毎0 「すべての～」を表す ��� に付すE /毎�0 ��� と共に現れる形式 ��� に付す

参考文献

G���: H��� I��� '3,5� � ������� �� ������ ��
����� =�	����� ��� <�� �������4

�����	��
� � G����	��� �	����

F!�
�: ������� (;;)� %���	�� ��	�� �� H���
 /�����0�& 	���
� ��������� -4(+-7(,-�

6���: 1�	� I� '3,*� 	��
����
�� ��� ���!� "
��
����#� �
���	�4 �
���	� �����	��
�

�	����

6����	���: F������ J� �� '33-� ��� ����� "
��
����#� �
�� 	�$�� �� ����
�������

%�� �
��� & '��� <�����4 � ���� � �	���
�� ��� �	� �� �
�����: �����	��
� �

<������

加藤昌彦 /��
�: �
������0 '335「ポー・カレン語（東部方言）の動詞連続における主動
詞について」『言語研究』'')4)'7,'�

..K� (;;)� %��� ��	���& 	�� �
��	
����� ��������� /L	���� ���	���� ���

I���� <������: ����0: ���,)(7,*5� <����� ��� 8�� H�	�4 I��
������

..K� 未公刊 「ポー・カレン語文法」���,;)�

1�
���2: J���� �� '3-)� 	�� ������� �� ����� =�	����� ��� <�� �������4 �����	��
�

� G����	��� �	����

宮岡伯人 (;;( 『「語」とはなにか.Kエスキモー語から日本語をみる』東京4三省堂。

8�����79���76��� '3,+� %��	�����  ���
	� 
���� �� ?��
�������& �
���� '+4'(+7')3�

坂本恭章 '355 「クメール語」『言語学大辞典』'4'*-37'+;+:東京4三省堂�

�����
: 9����� '33-� ������� ��#�� �
� �������� 	�$��� �������#� 6�������4 ���7

��	��
� � 6������ �	����

'+3


